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◆気象状況
時刻 天候 気温(℃) 湿度(%) 風向 風速
10:00 曇 19.0 81.0 0.0m/sec.
11:00 雨 18.5 85.0 東南東 1.0m/sec.
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平成28年9月22日（土）

茅野市運動公園陸上競技場（競技場コード：203100）
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第26回茅野市農業祭陸上競技記録会                                                
主催：信州諏訪農業協同組合                                                      

決勝記録一覧表
男  子 【競技場】203100  茅野市運動公園陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
09/22 小学1年男子 吉澤 遼(1) 4,13.97 中村 龍政(1) 4,35.91 小林 亮太(1) 4,44.66 中野 連太朗(1) 5,03.99 窪田 悟希(1) 5,04.87 北原 研(1) 5,48.63 牛山 日和太(1) 5,52.48 福地 翔生(1) 5,52.68

1000m 金沢小 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 原小 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 金沢小 中洲小 原小
09/22 小学2年男子 飯山 想斗(2) 4,08.05 中村 快斗(2) 4,08.27 岡戸 獅門(2) 4,09.48 吉田 健広(2) 4,23.66 小口 双葉(2) 4,27.78 河西 遼馬(2) 4,27.79 相澤 伊吹(2) 4,33.00 矢島 大地(2) 4,33.92

1000m 玉川小 玉川小 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 原小 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 中洲小 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 金沢小
09/22 小学3年男子 鵜飼 大雅(3) 4,00.61 小溝 悠晟(3) 4,07.81 鷲尾 清龍(3) 4,12.91

1000m 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 諏訪ＦＡ 金沢小
09/22 小学4年男子 藤森 大地(4) 3,38.98 小林 勇翔(4) 3,46.62 河西 陽夢(4) 3,48.96 小口 蒼葉(4) 3,49.01 小嶋 徠聖(4) 3,49.82 小平 大翔(4) 3,50.17 西谷 優希(4) 3,56.40 林 賢史郎(4) 3,58.99

1000m 諏訪ＦＡ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 湖東小 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 金沢小 諏訪ＦＡ 諏訪ＦＡ
09/22 小学5年男子 遠藤 優裕(5) 3,20.76 岡戸 優虎(5) 3,28.08 宮下 翔弥(5) 3,34.40 堀 啓太郎(5) 3,37.07 秋山 伶皇(5) 3,38.66 臼井 伶(5) 3,54.40 林 海斗(5) 3,57.54 中野 颯太(5) 4,00.39

1000m 諏訪ＦＡ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 諏訪ＦＡ 宮川小 原小 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 金沢小
09/22 小学6年男子 増田 光月(6) 3,23.70 宮嵜 和真(6) 3,27.45 井出 雅人(6) 3,29.58 小泉 陽貴(6) 3,35.39 林 幸史郎(6) 3,46.40 佐藤 笙羽(6) 3,48.20 鷲尾 飛鷹(6) 3,48.23 原田 大誠(6) 3,48.46

1000m 金沢小 諏訪ＦＡ 諏訪ＦＡ 諏訪ＦＡ 諏訪ＦＡ 茅野陸上クラブ 金沢小 金沢小



決勝 9月22日 10:55

 1 増田 光月(6)   3,23.70 
ﾏｽﾀﾞ ｺｳｷ 金沢小

 2 宮嵜 和真(6)   3,27.45 
ﾐﾔｻﾞｷ ｶｽﾞﾏ 諏訪ＦＡ

 3 井出 雅人(6)   3,29.58 
ｲﾃﾞ ﾏｻﾄ 諏訪ＦＡ

 4 小泉 陽貴(6)   3,35.39 
ｺｲｽﾞﾐ ﾊﾙｷ 諏訪ＦＡ

 5 林 幸史郎(6)   3,46.40 
ﾊﾔｼ ｺｳｼﾛｳ 諏訪ＦＡ

 6 佐藤 笙羽(6)   3,48.20 
ｻﾄｳ ｼｮｳﾊ 茅野陸上クラブ

 7 鷲尾 飛鷹(6)   3,48.23 
ﾜｼｵ ﾋﾀﾞｶ 金沢小

 8 原田 大誠(6)   3,48.46 
ﾊﾗﾀﾞ ﾀｲｾｲ 金沢小

決勝 9月22日 10:55

 1 遠藤 優裕(5)   3,20.76 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾋﾛ 諏訪ＦＡ

 2 岡戸 優虎(5)   3,28.08 
ｵｶﾄﾞ ﾏｻﾄﾗ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 3 宮下 翔弥(5)   3,34.40 
ﾐﾔｼﾀ ｼｮｳﾔ 諏訪ＦＡ

 4 堀 啓太郎(5)   3,37.07 
ﾎﾘ ｹｲﾀﾛｳ 宮川小

 5 秋山 伶皇(5)   3,38.66 
ｱｷﾔﾏ ﾚｵ 原小

 6 臼井 伶(5)   3,54.40 
ｳｽｲ ﾚｲ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 7 林 海斗(5)   3,57.54 
ﾊﾔｼ ｶｲﾄ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 8 中野 颯太(5)   4,00.39 
ﾅｶﾉ ｿｳﾀ 金沢小
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決勝 9月22日 10:40

 1 藤森 大地(4)   3,38.98 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀﾞｲﾁ 諏訪ＦＡ

 2 小林 勇翔(4)   3,46.62 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 3 河西 陽夢(4)   3,48.96 
ｶｻｲ ﾊﾙﾑ 湖東小

 4 小口 蒼葉(4)   3,49.01 
ｵｸﾞﾁ ｱｵﾊﾞ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 5 小嶋 徠聖(4)   3,49.82 
ｺｼﾞﾏ ﾗｲｷ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 6 小平 大翔(4)   3,50.17 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾊﾙﾄ 金沢小

 7 西谷 優希(4)   3,56.40 
ﾆｼﾀﾆ ﾕｳｷ 諏訪ＦＡ

 8 林 賢史郎(4)   3,58.99 
ﾊﾔｼ ｹﾝｼﾛｳ 諏訪ＦＡ

 9 齋藤 光佑(4)   4,04.85 
ｻｲﾄｳ ｺｳｽｹ 中洲小

10 平林 龍友(4)   4,07.40 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳ 金沢小

11 山田 侑弥(4)   4,10.51 
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾔ 金沢小

12 松澤 伸太朗(4)   4,12.78 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ
阿部 嵩哉(4)
ｱﾍﾞ ﾀｶﾔ 原小
原野 蒼至(4)
ﾊﾗﾉ ｿｳｼ 金沢小

決勝 9月22日 10:40

 1 鵜飼 大雅(3)   4,00.61 
ｳｶｲ ﾀｲｶﾞ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 2 小溝 悠晟(3)   4,07.81 
ｺﾐｿﾞ ﾕｳｾｲ 諏訪ＦＡ

 3 鷲尾 清龍(3)   4,12.91 
ﾜｼｵ ｼﾘｭｳ 金沢小
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1000m

決勝
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決勝 9月22日 10:30

 1 飯山 想斗(2)   4,08.05 
ｲｲﾔﾏ ｼｮｳﾄ 玉川小

 2 中村 快斗(2)   4,08.27 
ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 玉川小

 3 岡戸 獅門(2)   4,09.48 
ｵｶﾄﾞ ｼﾓﾝ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 4 吉田 健広(2)   4,23.66 
ﾖｼﾀﾞ ﾀｹﾋﾛ 原小

 5 小口 双葉(2)   4,27.78 
ｵｸﾞﾁ ﾌﾀﾊﾞ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 6 河西 遼馬(2)   4,27.79 
ｶｻｲ ﾘｮｳﾏ 中洲小

 7 相澤 伊吹(2)   4,33.00 
ｱｲｻﾞﾜ ｲﾌﾞｷ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 8 矢島 大地(2)   4,33.92 
ﾔｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾁ 金沢小

 9 小口 浩輝(2)   4,34.96 
ｵｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 湊小

10 茅野 星翔(2)   4,42.96 
ﾁﾉ ﾅｲﾄ 中洲小

11 小瀬 瑛大(2)   4,43.24 
ｺｾ ｴｲﾀ 湖南小

12 古畑 颯汰(2)   4,47.88 
ﾌﾙﾊﾀ ｿｳﾀ 湖南小

13 宮嵜 佑真(2)   4,50.45 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳﾏ 城南小

14 林 陽史郎(2)   4,57.76 
ﾊﾔｼ ｻﾝｼﾛｳ 城南小

15 山田 和哉(2)   4,58.00 
ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 金沢小

16 宮下 太陽(2)   5,01.05 
ﾐﾔｼﾀ ﾀｲﾖｳ 宮川小
井出 敦也(2)
ｲﾃﾞ ｱﾂﾔ 城南小

決勝 9月22日 10:30

 1 吉澤 遼(1)   4,13.97 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｮｳ 金沢小

 2 中村 龍政(1)   4,35.91 
ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 3 小林 亮太(1)   4,44.66 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 4 中野 連太朗(1)   5,03.99 
ﾅｶﾉ ﾚﾝﾀﾛｳ 原小

 5 窪田 悟希(1)   5,04.87 
ｸﾎﾞﾀ ｻﾄｷ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 6 北原 研(1)   5,48.63 
ｷﾀﾊﾗ ｹﾝ 金沢小

 7 牛山 日和太(1)   5,52.48 
ｳｼﾔﾏ ﾋﾅﾀ 中洲小

 8 福地 翔生(1)   5,52.68 
ﾌｸﾁ ｼｮｳﾏ 原小
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